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◎各コースの日程・時間に関しましては、各校舎にお気軽にお問合せください。 

高校生・中１～２生用  

冬も　　　　　　　　の冬期特訓講習会 
① 責任を持って指導するために、受講者数を少数限定にします。 

② 明確な目標とプランを立てるために、「学習カウンセリング」をおこないます。 

③ 最短距離で目標達成するために、「１人ひとりのカリキュラム」を作成します。 

④ 安心して通っていただくために、「ご家庭とのコミュニケーション」を大切にしております。 

⑤ ニーズに合わせて、講師をご用意します。 

期間：12月23日(月)〜1月7日(火)
※12月29日(日)〜1月3日(金)、1月5日(日)はお休み

内部生 
締　切 

外部生 
締  切 12/14 土11/29 金

冬期特訓講習会 講習会 
１人ひとりの子どもたちに責任を持ちたい １人ひとりの子どもたちに責任を持ちたい 

スケジュール例 ※12/30(土)～1/3(水)はお休み

12月 1月
24日(火) 25日(水) 26日(木) 27日(金) 28日(土) 日29 (日) 30日(月) 水1日( ) 2日(木) 3日(金) 4日(土) 5日(日) 6日(月)

本講座：中１・２ 

本講座：高校生 

12/23(月)～1/7(火)の期間で全9回

7日(火)23日(月) 31日(火)

12/23(月)～1/7 (火)の期間で全9回



に必要不可欠

冬期特訓講習会 
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個別冬期特訓講習会の重要性 

＜高校生の皆さんへ＞ 
　非常に重要な冬期特訓講習会。大学受験生はこの冬の追い込みで、すべてが決まります。受験に向けての実践的な演習とこれまでの 
総復習で、実力を最大限に出せるようにしましょう。志望校合格に向けて、ＮＥＷＳ個別は全力でサポートします！ 
　高１・２生は、ＮＥＷＳ冬期講習会で、総復習をして弱点をつぶしましょう。もちろん、先取り学習や、学校で教わらなかった内容の学習 
も可能です。この冬の学習をしっかりして、来年からの学習に弾みをつけましょう！ 
 

＜中1・中2生の皆さんへ＞ 
　これから受験を迎える皆さんにとってこの冬期特訓講習会は今までの総復習＋次学年への飛躍をテーマにして学習をしていきます。 
今まで習った内容を忘れてしまっている、また置いてきてしまったままにしているという事は誰にでもあるのではないでしょうか。定期的 
に復習を行うことは今後の学習にとって、これまでの内容を取り戻すため なものとなります。そしてこれからの学力の  差とな
って現れてくるものです。  
　中1・中2に向けた冬期講習会は「総復習」＋「真の学力定着」、「正しい、定期的な学習習慣の定着」を目指し取り組んでまいります。も 
ちろん生徒１人ひとりに合わせたカリキュラムを進めてまいります。そして学習カウンセリングや一足早い進路指導も行ってまいります。 

 

●受験生のみならず、全ての生徒にとって重要となるＮＥＷＳの冬期特訓講習会です。ぜひご参加ください。 

※各コースの日程・時間に関しては各校舎へお問合せください。 

本講座  対象：高校生 

【期間】１２／23(月)～１／7(火)の期間で全６回または９回実施
　　　　　　 １２（ ／29(日)～１／3(金)、１／5(日)はお休み）

６日間または９日間　

　
　

高校生 

※各コースの受講者は本講座のみ教材費として（選択講座は教材費を含んでおります）、１科目につき1,000円（税別）を別途いただきます。
※外部生の方は講習会費の他に諸雑費教室利用費として2,000円（税別）が別途かかります。複数コース受講の場合も同額となります。 

【会費】
　

スタンダード１：1

１科目 52，4００円（税別）

　

スタンダード１：２ スタンダード１：１

８５，２００円（税別）３科目 
(英語・数学・国語) 

６１，２００円（税別）

１２２，９００円（税別）

８８，５００円（税別）２科目 
(英語・数学) 



　（１２／29(日)～１／3(金)、１／5(日)はお休み）

冬期特訓講習会 
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本講座 

スタンダード１：２ スタンダード１：１

８８，２００円（税別）３科目 
(英語・数学・国語) 

６３，０００円（税別）

５科目 
(英・数・国・理・社) 

【期間】１２／２3(月)～１／7(火)の期間で全９回実施
　　　　　　（１２／29(日)～１／3(金)、１／5(日)はお休み）

【会費】

中１・２生 

１２６，０００円（税別）

９０，３００円（税別）

■セレクトコース　　　　　　　　　　　　　　　  　  対象:中１・２生
 自分で自由に教科・内容を選択できます。１教科から選択できます。

【期間】１２／２3(月)～１／7(火)の期間で全９回実施
　　　　　

【時間】各７

【会費】

２科目 
(英語・数学) 

１４７，０００円（税別） ２１０，０００円（税別）

冬休みの期間はこれからの学習にとって無駄に出来ない大事な時期です。中２の人は来年の高校入試に備えて、中１の人は 
中学学習内容の本格化に備えてしっかりとした学力をつけていくべきです。ＮＥＷＳ個別教室では１人ひとりのこれから、現 
状に合わせてコース・カリキュラムを用意しました。目的と現状に合わせて確実に取り組みましょう！ 

対象：中１・２ 

スタンダード１：１

１科目 ４8，3００円（税別）

※各コースの受講者は本講座のみ教材費として（選択講座は教材費を含んでおります）、１科目につき1,000円（税別）を別途いただきます。
※外部生の方は講習会費の他に諸雑費教室利用費として2,000円（税別）が別途かかります。複数コース受講の場合も同額となります。 

■｢来年の上位校入試を目指そう｣発展マスター 
国立・早慶・有名大学付属高・公立上位校合格には「学校の通知表が良いだけ」・「学校の進度に合わせた学習だけ」でははっきり言って不 
可能です。本当に難関校を受験したい人は今から国・数・英・理・社において高いレベルの総復習プラス応用に取り組み『競争に耐えうる真 
の学力』を付けていってください。その為の発展マスターです。 
 

■｢総復習と弱点克服でスキルアップ｣標準マスター 
来年・再来年に受験をする人にアドバイス。公立合格の鍵は『中学で取り組んだ基本知識を確実に、ミス無く解くこと』と『発想・表現力』です。英・ 
数・国・理・社すべてで、ミスを無くす、確実に解く訓練と、苦手にしている単元の練習、図やグラフから発想する演習を通して本当の学力を 
つけていきましょう。 
 

■｢今なら間に合う！1から取り組もう！｣基礎マスター 
苦手な科目・単元がたくさんある、自信がない、学校での成績が芳しくない人はまだまだこれからの取り組みで充分間に合います。大事なのは『今、 
スタートを切ること』と『１からやることはとても大事な事』を知ることです。これから頑張ることで成績も、自信もつきます。絶対です！９日間本気で 
NEWSと取り組みましょう！！ 
 

■私立中高一貫生コース 
ここまで取り組んできた内容でわからなかったところ、出来ないまま過ごしてしまったところはありませんか？わからないまま、出来ないままの教科・ 
単元を持ったまま次の学年に移行してはこれからの学習で益々苦戦することは必定。苦手は今のうちに解消すべき！冬の９日間でしっかりこれま 
での総復習プラス総完成を図りましょう。 

対象:中１・２生 

対象:中１・２生 

対象:中１・２生 

対象:私立中１・２生 
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お申込方法 

 

ご兄弟２人で同時受講すると、お２人それぞれの講習会費（授業料）を10％ずつ、３人の場合には
20％ずつ割引いたします。各校舎でご確認ください。　※上限は10,０00円（税別）となります。

冬期特訓講習会と同時又は受講後に通常コースにご入会いただきますと、
入会金：中・高生￥20,000（税別）が全額割引となります。
※受講後の場合、１月中に通塾開始の方に限ります。

兄弟割引制度 

入会金全額割引制度 

振込口座　＊振込口座は、ゆうちょ銀行以外の金融機関よりお振込を希望される方対象のものです。 

【お問い合せ】 
受付時間：14時〜20時 

（１）申込書を各校舎にご提出ください。 
①内部生の方　11/29(金)までに校舎にご提出ください。
②外部生の方　12/14(土)までに校舎にご提出ください。 

（２）会費のお支払いをお願い致します。 
①内部生で、ゆうちょ銀行との手続きが完了している方 
　　　　　12/5(木)までに、校舎指定口座へご入金ください。（12/6(金)に自動引き落としとなります。) 
②内部生で、ゆうちょ銀行引落以外の方 
請求書とゆうちょ銀行･コンビニ支払用紙を郵送いたしますので、上記期日までに銀行でお振込いただくか、ゆうちょ銀行またはコンビニ
でお支払いください。ゆうちょ銀行・コンビニをご利用の方は、同封の用紙をご利用ください。銀行振込の方は下記にございます口座へお子
様のお名前でお振込ください。

③外部生の方 
請求書とゆうちょ銀行･コンビニ支払用紙を郵送いたしますので、請求書記載の期日までに、銀行でお振込いただくか、ゆうちょ銀行ま
たはコンビニでお支払いください。ゆうちょ銀行・コンビニをご利用の方は、同封の用紙をご利用ください。銀行振込の方は下記にございま
す口座へお子様のお名前でお振込ください。
注：明細書は郵送いたしません。校舎からの申込控えをご確認ください。また、お振込の控えが領収書となりますので、講習会終了まで紛失
されないようにお 願い致します。

（３）テキスト・時間割渡し 
事前にテキストをお渡し致します。内部生は平常授業の際、外部生はご連絡後校舎までお越しいただくかたちとなりますが、ご了承ください。 

埼玉りそな銀行 浦和中央支店 普通 5460819  （株）ニュース 

外部生の方は講習会費
の他に諸雑費教室利用
費として2,000円（税
別）が別途かかります。
複数コース受講の場合
も同額となります。 

校舎名 電話番号 校舎受付時間Fax

浦和校 048-831-2223 14時～20時（土・日・祝除く）048-831-2266

大宮校 048-631-0366 14時～20時（月・火・日・祝除く）※土曜日のみ12時～18時048-631-0377

板橋校 03-5943-2918 14時～20時（日・祝除く）03-3579-6338

大泉学園校 03-5933-0801 14時～20時（月・日・祝除く）※土曜日のみ12時～18時03-5933-0803

豪徳寺校 03-3321-8033 14時～20時（月・日・祝除く）※土曜日のみ12時～18時03-6379-3301



－      ＝ 

19-20  冬期特訓講習会選択申込書【高校生、中１・２】

校舎名 校 学年 年生 

保護者名 

住所 電話番号 

生徒名 
フリガナ 

（外部生の方のみご記入ください） 

〒 

印 

【お客様控え】 

お振込金額 

円 

校舎☎： 担当： 

※兄弟割引がございます。（２人同時受講の場合、費用を１０％引き、３人同時受講の場合、費用を２０％引きとなります。） 

受付日：　　　月　　　 日 
担当者： 

□校舎受付 
□時間割り 
□経理 

□入会金割引適用　　　□兄弟割引適用 
合計 
金額 

兄弟 
割引 

合計 
金額 

兄弟 
割引 

スタンダード１：１

【本講座】 セレクトコース　　　対象：中１・２生　　
科目 設定  

□英語　□数学　□国語 
□理科　□社会 

【本講座】□発展マスター　□標準マスター　□基礎マスター　□私立中高一貫コース  　対象：中１・２生 
希望コースに○をつけてください。 

科目 設定  
スタンダード１：２

スタンダード１：１

２科目（英語・数学） 

３科目（英語・数学・国語） 

５科目（英・数・国・理・社） 

【本講座】 セルフチョイス　　　対象：高校生　　希望コースに○をつけてください。 

スタンダード１：１

【本講座】 セルフチョイス　　　対象：高校生　　希望コースに○をつけてください。 
科目名 設定  

※希望する科目名を記入してください。 

発　展 
標　準 
基　礎 

私立中高一貫 
セレクト 

□英語 □数学 □国語 

□理科 □社会 

スタンダード１：２

スタンダード１：１

【本講座】　中１・２ 

円 円 

【本講座】　高校生 

スタンダード１：１

セルフチョイス 

外部生の方は講習会費の他に諸雑費・教室利用費として、2,００0円（税別）が別途かかります。複数コース受講の場合も同額となります。 

【本講座】 対象：高校生　　希望コースに○をつけてください。 

科目  設定 

スタンダード１：２

スタンダード１：１

６日間

９日間

男
女


